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第３回グローバル・タックスリスク・サーベイのまとめ
～ 今、そこにある税務リスク
アーンストアンドヤングの実施する（第３回）グローバル税務リスク調査により、
引き続き、企業の税務機能に様々なプレッシャーが圧しかかっていることがわ
かりました。２００６年に実施された調査の際には、企業の税務責任者の主な関
心事は、グローバリゼイション、規則の集約化及び透明性となっていましたが、
今回は、これらに加え、不安定な経済、信用収縮、キャッシュフロー及び実効税
率に関するプレッシャー、並びに、リスク全体に対する利害関係者の関心の増
大が挙げられます。したがって、９０％以上の企業が、税務機能の改善が来た
る２年間において、これまで以上に重要になる、と指摘しています。
～ 人材と税務リスク
また、適格な人材の不足も税務リスクの一つとされています。８７％の企業が税
務部門における人的問題が重要な検討事項である、と指摘しています。企業は、
税務部門に十分な人材を配置すること、さらに、教育を行き届かせることに努
力をしています。国外における人材管理の問題は、さらに複雑になってきます。
７７％の企業が適正な人材の不足が税務リスクに直結すると指摘しており、こ
れは税務部門の大きな課題のひとつと考えられています。これに対応するため、
先行している企業は、伝統的な人事モデル、すなわち、アウトソーシングやテク
ノロジーの活用などにより、これらの解決を図る傾向にあります。
～ プロアクティブか、リアクティブか；最近の傾向
昨今、企業は税務リスクに関して、かなり大きな時間を費やすようになったと報
告されています。（次項に続く）
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これらには、税務リスクの特定、管理、追跡及び報告などが含まれ
ます。２０％以上の時間を税務リスクに費やす企業がこの２年間に
おいて、１６％から２５％に増加しました。先行企業は、税務機能が
より効果的にかつ広範囲に税務リスクに対応できるようにする傾向
にあります。社内の他の組織との連携も重要になってきています。と
りわけ、内部統制部門やリスク管理部門などとの連携の重要性が高
まっています。実に、４９％の企業が、税務機能と他部門との融合に
取り掛かっていると報告がなされています。
～ 鍵はコミュニケーション
今回の調査により、税務リスクについて役員会に定期的な報告をし
ている企業は、税務リスクの評価も報告する傾向にあることがわか
りました。これは、税務リスク評価に幅広く取り組み、人材、手続き、
テクノロジーを駆使して、効率的に作業を進めることになった結果と
考えられます。８８％の企業が税務リスクの担当者を任命し、効率的
に税務リスクの監視と対応に取り組んでいます。また、さらに、税務
機能と内部監査部門及びマネージメントとの間で、税務リスクに関す
る情報を共有することも行われているようです。
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～ 税務をめぐるチャレンジングな環境
税務部門は、社内組織においても、外部環境においても、引き続き
リスクに晒されています。世界経済の不安定な状況が長引くと予想
され、一方、利害関係者の要求は増大すると考えられます。さらに、
政府は歳入の増大のために政策を考案し、その役割が増加する傾
向にあります。また、社内では、税務の人材の確保とその教育は常
に懸念事項とされています。プランニングから会計計上、適正申告、
税務争議に及ぶ、税のライフサイクルの全ての領域において、税務
リスクマネージメントに対する幅広いアプローチが、『海図なき水域』
において『安定した航路』を保つための鍵になると思われます。
詳細なレポート「Ernst & Young global tax risk survey; Steady
course, uncharted waters」につきましては、下記のリンクをご参照
ください。
http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Tax__2008_Ernst&Young_tax_risk_survey

本文記事に関する、ご質問、ご不明点等ごさいましたら、アーンストアンド
ヤング日系企業サービスチーム(Japan Business Services)の下記担
当者まで、ご連絡をいただければ幸いです。
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